天皇の退位等についての立法府の対応に関する全体会議
平成２９年３月３日

す。本日はお忙しいところをお集まりいただきま

○参議院議長（伊達忠一君） おはようございま
党さんの質問について、これが一巡したらその御

○参議院議長（伊達忠一君） そうしたら、社民

ので、それに付け加えることはございません。

本的な考え方を昨日お話をさせていただきました

て立つ基盤、歴史、伝統、これは昨日申し上げま

を要請している日本国憲法の規定、この国がよっ

皇位継承について、明確に皇室典範によること

離があるように思うわけでございます。

質的な議論との間にちょっと根本的な部分での乖

午前九時五十九分開会

して、ありがとうございます。

返答をお願いしたいと、こう思っております。

昨日に引き続きまして、天皇の退位等について

参議院で予算委員会を開会をしておりまして、無

たいと、こう思っております。

による全体会議をこれから開催をさせていただき

けて、各紙報道が退位について合意ができたとい

ありませんけれども、私の方は、昨日の会議を受

さんの時間もちょっといただいてというわけでは

○参議院議員（長浜博行君） それでは、自民党

います。

強制退位を避けるためには、当たり前であります

もちろん、退位をするときに、強制的な退位、

思っております。

は必ずしもならないのではないかなというふうに

けて、取りあえず退位で合意をしたということに

題の本質、全てに鑑みても、この大事な部分を避

したが、安定的な皇位継承を求める今回のこの問

所属クラブの松沢成文先生が、冒頭、理事会だけ

うような報道が流れていて、それは一面において

が、天皇陛下本人の意思の確認をしなければなら

それでは、次に民進党さん、お願いしたいと思

出席して、遅れてこちらに出席をするということ

大変正しいことだと思いますし、一面においてや

ないわけであります。これは、いわゆる憲法四条

の立法府の対応について、各党・各会派の皆さん

でございますので、御了承をいただきたいと思い

はり本質的な部分はどうなのかなということがち

まず冒頭、御了承をいただきたいんですが、今、

ます。

う問題に触れるか触れないかというのは、多分こ

の天皇は「国政に関する権能を有しない。」とい
それはなぜかというと、私どもは改めて、将来

の後、議論になる特例法においても、あるいは皇

ょっと気になるところでございます。

ついて御議論をいただければと。各党・各会派の

の全ての天皇を対象として恒久的な皇室典範改正

本日は、主に⑤、⑥、昨日の引き続きの論点に
皆さん方から御議論いただき、このまとめた資料

ですから、静ひつな環境の中においても議論を

室典範の改正においても問題になってくるという
昨日の議論の中で、無所属クラブさんとか日本

妨げないという意味において、私どもは国会に設

による退位制度をつくることを強く主張をすると

のこころさんが基本的には天皇制は終身制という

置されております憲法審査会において、天皇制、

を皆さん方にお配り今日もしてあると思いますけ

ことを御主張されているわけでありますし、皇位

天皇という問題について議論をしようということ

ふうに思います。

継承に退位というものを、今は崩御だけでござい

をたしか現場で申し上げていたはずであるという

ころでございます。

たいと思っております。

ますが、退位というものを加えていくというのは

ふうにも思います。憲法審査会の中での、既に設

ど、これに補足をしたいというようなことがござ

○衆議院議員（茂木敏充君） 今日の論点⑤、⑥

日本維新の会さん、そして私どもが主張するとい

置されている機関の中においての憲法に関する問

いましたら一緒に御発言をしていただければと、

につきましては、正副議長の御了解をいただきま

う形で、退位という問題とその後に控えている本

それでは、まず自由民主党さんからお願いをし

こう思う次第でございます。

して、我が党としては高村副総裁の方から既に基
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的側面に係る皇室経済法、相続税法、退位後の天

さらに、退位後の天皇やその他皇族などの経済

の規定等が含まれると考えるわけでございます。

これもちょっと昨日申し上げましたが、陵墓など

の他皇族などの呼称、敬称、身分、地位、儀式、

りまして、皇室典範改正には、退位後の天皇やそ

る項目は当然想定をしなければいけないわけであ

しかし、その他の事項についても、必要とされ

ます。

当てなければいけないというふうにも思っており

心として、議論の根幹となる事項にやはり焦点を

論点整理として、退位等に関する問題、議題を中

ではないのかなというふうにも思っております。

題を議論をしていくということもとても大事な点

ば正面から捉えられた考え方ではないかなという

般法である皇室典範を変えていくというのが言わ

は、皇室典範というところに規定されている、一

でありますから、皇室の問題を変えていくために

れは、法制局長官の答弁を待つこともなく一般法

これは憲法が委任をしている現在の皇室典範、こ

し、今、この皇位継承の問題を変えるとしたら、

触れるところのものではありませんでした。しか

お決まりと言ったらいいんでしょうか、私たちが

帝国議会議員が触れることのできない皇室の中の

れ、大日本帝国憲法そのものと同じ地位にあって、

本帝国憲法下の皇室典範においては宮務法と言わ

申し上げるまでもないですが、皇室典範は大日

御教示を賜れればというふうに思っております。

なってくると思いますけれども、それと、是非、

大分ここの退位の問題においての本質的な議論に

法の処理になっていくという理解でよろしいのか、

の理由によるところの今上天皇陛下に限った特措

今回のはあくまでも終身在位を前提として、何か

る、そして、一番最初に申し上げましたように、

室典範の一部改正ということによらず特例法によ

かっていないという状況の中において、今回の皇

皇室典範そのものに関してもそれほど時間が掛

上げています。

りますが、十二月二十四日の本会議で皇室典範を

場合は皇室典範の特別委員会をつくったようであ

に貴族院で議論をし、同じような手続、貴族院の

決をされています。それを受けて、十二月十六日

特例法によるところの法的なスキーム、これを自

民党さんと公明党さんに併せて、後ほどで結構で

ふうに思っております。
皇室典範を作るときの、一九四六年当時の議論

皇やその他皇族などの補佐体制に係る宮内庁法、
国家公務員法など、その他として刑法、それぞれ

という短期間でこの皇室典範を作り上げたもので

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

ございますので、御教示を賜れればというふうに

今日の議論になるところの特措法とか特例法、

ございます。その後、衆議院と、当時は参議院は

ました。

でありますけれども、実質、一九四六年七月に臨

自民党さんも公明党さんもその部分を書かれてい

まだつくられておりませんでしたので帝国議会に

法改正が必要となることも想定をしているわけで

るわけでありますが、言葉としては特措法、特例

おける貴族院の中で議論をされましたが、衆議院

します。

思っております。

法、特別に措置をする、つまり、今上天皇陛下一

は十二月五日の本会議、昭和二十一年ですね、そ

○衆議院議員（北側一雄君） 縦長の資料に基づ

時法制調査会が活動を開始して以来、約三か月間

代に限って、何か問題があるので、これを特別に

して、今とは制度が違いますので、第一読会、第

いてお話をさせていただきます。

ございます。

措置をして処置をするという手法が果たしてこの

二読会、第三読会、皇室典範の委員会をつくって、

以上でございます。

場合において正しいのかどうか、あるいはどうい

十二月十四日には賛成多数で現在の皇室典範は可

縦長の資料の二ページ目でございます。④まで

それでは、続きまして公明党さん、お願いいた

った形の法案のスキームを考えておられるのか、
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党の考え方をお話をさせてもらいます。

お話をしましたので、今日は⑤、⑥について我が
現時点では困難と私どもは考えております。

されます。以上の理由から、恒久制度とするのは

めるのは、退位の強制の弊害が生じることも懸念

要するに一般の法律なんですよと。一般の法律と

書いているところが、ここが最大の眼目でして、

室典範は、そうではなくて「国会の議決した」と

上陛下の退位は認められるべきではないかと考え

というものもあるとも思えません、したがって今

むを得ないものと受け止めており、また何ら弊害

のおことばを受けまして、多くの国民も退位をや

根本的に性格が異なるというふうに私も考えてお

室典範と日本国憲法下での皇室典範、これは全く

のとおりでございますけれども、明治憲法での皇

性格についてお話がございました。これも御承知

ここには書いておりませんが、今、皇室典範の

るのかなと思うんです。

恐らく先ほどのお話と余り違わない理解をしてお

本的な違いだというふうに理解をしております。

いくんですよというふうに書いているところが根

同様、議会で皇位の継承のことについては決めて

昨日の、退位ということについては、今上陛下

るというふうに申し述べさせていただきました。
法が考えられます。将来の全ての天皇を対象とす

所ニ依リ」
「継承ス」と書いてございます。日本

明治憲法二条では、
「皇位ハ皇室典範ノ定ムル

法律によることを求めているのではないと思いま

典範」と書いていますが、皇室典範という題名の

いう名前に、憲法二条には「国会の議決した皇室

ポイントはそこにあるわけでして、皇室典範と

るのか、若しくは今上陛下一代の皇位継承に関す

国憲法二条では、
「皇位は、
」「国会の議決した皇

す。そういう形式的な話をしているんじゃなくて、

ります。

る特例法とするのかと、この二つの方法があるん

室典範の定めるところにより、これを継承す

国会の議決した法律で決めていくんです。ここに

その上で、退位を検討するに当たって二つの方

だろうと思います。

る。
」と。文言だけ見ますと、皇位の継承につい

す。しかしながら、昨日も少し述べさせていただ

から皇室典範の制度改正が必要となってまいりま

うとしますと、当然、これは恒久制度になります

ただ、根本的に違うのは、先ほど申し上げました

様なんですね、ある意味引き継いでいるんです。

というところでは明治憲法でも日本国憲法でも同

ては皇室典範の定めるところにより継承するんだ

のの、それは実質的にはこの憲法二条で言う皇室

考えております。したがって、特例法とはいうも

に形式的に拘泥する必要はないというふうに私は

眼目があるわけでして、この皇室典範という文字

将来の全ての天皇を対象とする退位制度にしよ

きましたが、将来にわたる退位の要件というもの

典範の一部になってくるわけでして、特例法だか
明治憲法下での皇室典範というのは、先ほども

今上陛下一代の皇位継承に関する特例法とする

が、
「国会の議決した皇室典範」というところが

皇位の継承について、天皇の退位の意思や、ま

お話がありましたとおり、これは宮務法でござい

しかないと考えますが、一代限りの、一代の特例

を現時点において一般的に規定することは極めて

た三権の長や皇族によって構成されます皇室会議

まして、天皇が皇族会議及び枢密顧問に諮詢して

法とすることによって、国会においてその都度、

らおかしいという理屈にはならないんだろうと思

の議を経ることを要件とすることは、天皇の国政

勅定する、天皇陛下自らが定める、こういう法律

その時代時代の国民の意識、社会状況、天皇の年

根本的に違うところです。

関与の禁止や、また三権分立の原則との関係から、

の構成になっておりまして、議会の関与というの

齢と皇位継承者の年齢、皇室の状況、これはもう

困難だというふうに考えております。

憲法上の疑義があると思います。また、天皇の意

は一切ないという性格でした。日本国憲法下の皇

っております。

思にかかわらず、天皇の年齢等によって退位を認
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律案として慎重に審議をしていくというやり方が

うんですね。そういうものを踏まえて、国会で法

その時々で状況はやっぱり変化してくるんだと思
出をされましたら、この国会で成立を期していく

是非検討してもらいたいし、この国会で法案が提

のこうした議論を踏まえまして速やかに法整備を

立法の在り方については広く国民的な議論を踏ま

例になるというふうに考えます。いずれにしても、

のとなるのであれば、今後の在り方においても先

るということは、それが憲法の規定に適合するも

それから、議論の進め方ですが、日本国憲法で

ております。

えて憲法の規定に適合するものとすべきだと考え

べきだと、そのように考えております。

ました。

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

以上です。

できるので、私は今上陛下一代の特例法が適切で
はないかと考えております。
ただ、その後に書いてございますが、この皇室
典範の附則に特例法の根拠規定を設けることにつ

天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づくも

のとされております。国権の最高機関である国会

それでは、日本共産党さん、お願いいたします。
○参議院議員（小池晃君） 日本共産党としての

いては、昨日も議論がございましたが、これは検
討の余地はあるんだろうというふうに思っており

国民の期待に応える議論を進めるためには、以

すべきだと考えております。

体会議を引き続き行って、私は合意の形成を目指

で各党・各会派の代表が参加する今回のような全

これまでも表明してきたように、一人の方がど

意見を申し上げたいと思います。

それから、昨日も自民党の高村先生からもお話

んなに高齢になっても仕事を続けなければならな

ます。
がございましたが、今上陛下一代だけで、将来は

いという今の在り方、これは憲法の根本原理であ

皇室をめぐる問題ではほかにも課題がございま

もうあり得ないんだということを申し上げている

ておりますし、高齢というのは、これはどなたに

すが、まずは退位の問題についての合意形成を図

下の点が必要ではないかと考えております。

けれども、特例法とはいえ重要なこれは先例とな

も訪れるもので、現天皇だけの特別な事情ではあ

るべきではないかということ。それから、広く国

る個人の尊厳に照らして見直す必要があると思っ

ります。したがって、将来のことも視野に入れた

りませんから、皇室典範の改正で対応するのが筋

つもりはありません。その下に書いてございます

法整備にしなければならず、今回、今上陛下の退

とすべきであるということ。それから、議事録を

民の意見を反映する自由で冷静で落ち着いた議論
昨日、自民党の高村副総裁が、一代限りという

作成し速やかに公表して国民の中での議論に資す

だと考えております。

いく必要があるんだろうというふうに思っており

のは語弊がある、将来の天皇の退位を否定してい

るものとすること。最後に、多数による結論を押

位を認める事情等を特例法の法文上明らかにして
ます。これは将来の一つの先例になりますから。

るものではないという趣旨のことを述べられまし

縛るものにはしないことと。こういった点を今後

また、今もお話ございましたが、退位される今

立法の必要性については昨日の議論でも大方一

の議論の進め方の問題として提起をさせていただ

し付けるのではなくて、同時に今後の法案審議を

についても当然併せて検討されるべきだと、これ

致していたように思いますが、立法の在り方につ

きたいと思います。

た。私たちはこのことに注目をしております。

は政府側においてしっかり検討してもらいたいと

いては、これは様々な意見がございます。しかし、

以上であります。

上陛下の退位後の地位だとか敬称、処遇等の特例

いうふうに思います。

現行憲法の象徴たる天皇の退位を初めて立法化す

この特例法については、これは政府の方で今回
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○参議院議員（片山虎之助君） 昨日も申し上げ

す。

ちりした恒久的な譲位を認めようかというあるい

が一つの実績になって、国民的な合意としてきっ

が今回以外でも仮に今後出てくるとすれば、それ

かと、こういうふうに思っておりまして、特例法

将来の天皇制のためにもやはりその都度の法改正

正、その他の立法事項等についての考えですが、

かについて、それから、皇室典範本則、附則の改

対象とするか、あるいは今上天皇一代限りとする

退位を検討するとした場合、将来全ての天皇を

○衆議院議員（玉城デニー君） ありがとうござ

たつもりなんですが、もう一度基本的な考え方を

は議論に発展していくんではなかろうかと、こう

ではなく、憲法第二条「国会の議決した皇室典範

たいと。そうなれば、取りあえず一代限りの特例

申し上げます。

思いますが、まだまだそれは時期尚早なので、今

の定めるところにより、」という憲法の本旨に沿

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

私どもは、皇位継承の基本、原則は、昨日も申

回は特例法で対応していくべきであって、それは

って皇室典範の改正で対処すべきであるというふ

います。

し上げましたが、終身、世襲だと、こう思ってお

陛下のお気持ちからいっても急がれているように

うに思います。

法で対応していくということが必要ではなかろう

ります。これは、長い歴史の中で守ってきたもの

私どもは受け取っておりますので、少なくともこ

そして、その皇室典範の改正において、天皇制

ました。

だし、日本国憲法もそれを受け継いでいると思い

の会議も、いろんな調整も三月中、今月中ぐらい

の安定のためにも女性宮家の創設など基本的な議

それでは、日本維新の会さん、お願いいたしま

ますので、今後ともそれは守っていくべきだと。

には結論を出して立法化に掛かっていくべきでは

論を深めるべきであるというふうに思います。で

それと、今回のような譲位と言うんでしょうか、

なかろうかと、こういうように思っております。

変えたことになる、制度を変えたことになるわけ

そういう譲位を認めると、言わば今までの原則を

限定できないと。できないので、広めた、緩めた

党の皆さんも言われておりますように、なかなか

ところが、限定はいろんな議論が、もう既に各

ほどという限定的なものでなければならないと。

ね。例外である以上、これはもう国民が見てなる

いいたします。

ういうふうに思っておりますので、よろしくお願

それは説明が一応できるんではなかろうかと、こ

統合の意思にその都度基づいてやるということも

ことになるんですね。だから、そのときの国民の

的に言えば今おる国民の統合の意思と、こういう

法もその都度国会で議決するわけですから、形式

それから、先ほど話がありましたように、特例

ます。

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

以上です。

考えております。

それを入れ込んでいくということで我が党の方は

すから、やはり皇室典範の恒久的な本則の改正に

生前退位というのは、これは例外になるわけです

でありまして、これはこれでまた国民的な合意が

以上です。
○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

ていただいたものに付け加えることはありません

たいと思います。

が、少し強調して申し上げたいところを申し上げ
それでは、自由党さん、お願いいたします。

ました。

○参議院議員（又市征治君） 議長の下でまとめ

いたします。

それでは、続きまして社会民主党さん、お願い

要るし、いろんな手続での意思決定が私は当然要
るんだろうと、こういうように思います。
しかし、今の今上陛下のお気持ちその他を考え
ると、是非今回の場合にはこれを認めてさしあげ
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一般的な基準、手続の適用によるべきだろう、こ

は、正統性を担保する意味でも皇室典範に定める

じかねないということにもなります。皇位の継承

天皇の地位そのものに正統性のやっぱり疑義が生

えも出ているわけでありますから、そうすると、

視をする、あるいは違憲の疑いが残るとの指摘さ

改正によらない特別法というのは憲法の重みを無

したがって、憲法学者の中から既に皇室典範の

ふうに皇室典範を明記しております。

定めるところにより、これを継承する。
」という

世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の

が発議をして皇室典範の改正、あるいは場合によ

り意思形成ができるならば、国民を代表する国会

りになって全体会議を開いている、ここでのやは

高機関たる国会がこのような主要な方々がお集ま

ているのは、やはり国民の声を代表する国権の最

昨日も私、有識者会議問題をここで二回申し上げ

もう一つ、余り各党触れられておりませんが、

でいくべきだろうと、このように思っております。

そのことが、憲法の規定からいって皇室典範改正

いんだろう、このように思うわけでありまして、

よれば改正をまたしていくということがあってい

範のそうした例示的な中身というものは、場合に

きだろう、もっと突っ込んで言うならば、皇室典

うことです。

疑義を招き、立憲主義に反する可能性があるとい

ず法律で規定してしまうということは憲法違反の

る。」と規定されておりまして、皇室典範によら

「皇室典範の定めるところにより、これを継承す

その最大の理由は、憲法第二条で「皇位は、」

のためには皇室典範を改正して恒久的な退位制度

であるということを申し上げました。やはり、そ

で、例外的に譲位制を認めるための法制度が必要

維持していくには、従来の終身制を原則とした上

昨日、超高齢化社会の到来の中で象徴天皇制を

⑤と⑥について申し上げます。

うが、全く変わらないのではないか。特別法だか

というのは、特別法であろうが、皇室典範であろ

また、この退位に関する様々な法整備の必要性

是非この点についても御議論をいただければ、こ

番最後のところ、進め方としては述べております。

会の権限で行うべきではないのか、このように一

が、それを発議するべきで、政府というよりも国

書き加えるべきだと考えます。

は退位することができるといった条文をきちっと

ず、後で申し上げますが、一定の条件の下で天皇

項のようなものを作って、前項の規定にかかわら

ためには、皇室典範の第四条を改正し、その第二

したがって、新たな例外的な退位制を採用する

ら時間短縮につながるとか、皇室典範改正だから

のように思います。

今ほどもありましたが、憲法二条は、
「皇位は、

のように考えております。是非その点で合意がで

ればそれは特例法ということあるかもしれません

を定めるべきだと考えています。

きればなと、こう思います。

時間が掛かるということにならないのではないか。

近各種メディアの世論調査において、国民の六割

この皇室典範の改正の第二の理由が、やはり最
○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

以上あるいは七割近くが恒久的な制度導入を求め

以上です。

私どもの見解出しておりますが、例えば例示的に

ました。

私どもは、その縦長の、ちょうど真ん中辺りに
高齢又は疾患により執務を行うことが困難になっ

○参議院議員（松沢成文君） 予算委員会の理事

意に基く。」とあるように、国民の多数意見を尊

あり」「この地位は、主権の存する日本国民の総

ており、憲法第一条の「天皇は、日本国の象徴で

会議の議決や国会の承認を得るなどといった、こ

会の関係で遅参をしてしまいました。御無礼をい

重する方向を目指すべきだと思います。

それでは、無所属クラブさん。

うしたことはこれは特別法であろうが、皇室典範

たしました。

た場合、天皇が自らの意思の表明、あるいは皇室

であろうが、同じように今回の場合も書かれるべ
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とばの中に、象徴天皇の務めが常に途切れること

そして、第三の理由としては、天皇陛下のおこ
た上で特別措置法を制定し、それによって例外的

も、皇室典範の附則にしっかりと根拠規定を置い

があると考えております。

かということについても思いを至らせておく必要

室典範そのものを改正した場合には、そこに何ら

そういったことを前提にして、将来の全ての天

最後、⑥ですけれども、確かに内閣は天皇制に

かの要件を書き込む必要が出てくると思いますが、

退位を認めるという立法措置を図るべきであると

そこで、具体的な皇室典範の改正としては、ま

ついて責任を負うわけですが、閣法でこれを整備

そのとき個別的な要件ですとか具体的な要件を書

なく、安定的に続くことを念じるとして、陛下自

ず、天皇の退位を認める一定の条件として、まず

するという考え方もあります。しかし、この会議

き込むということは極めて困難なことであろうと

皇を対象とするとした場合、その御退位、御譲位

第一には、高齢又は病気のために公務を自ら遂行

で議論に出ているように、有識者会議の意見が表

考えます。

考えます。そうしなければ憲法違反の疑義は免れ

ができないという客観的な条件、そして二つ目に、

に出て、内閣がそれを尊重して閣法で出してくる

であれば、抽象的な要件を書き込むしかないと

身も制度としての継続性を求めているというのが

それが天皇の意思のものであるといった主観的な

というよりも、私はこの会議こそ国民の代表が集

いうこととなりますが、例えば年齢といった場合

の要件というのをどのように定めていくのか。皇

条件、さらに皇室会議の議を経ることといった条

まっているわけでありますので、この会議でしっ

でも、御高齢といった場合でも何歳を指すのか、

ないということです。

件を組み込むことが必要であると思います。

かりと議論をした形で法案まで進めていって、議

理由であります。

あえて言わせていただくと、さらに国民の総意

平均寿命が例えば五十歳のときの御高齢は一体何

歳だったのか、現在の御高齢といった場合に五十

員立法として出していくという方が望ましいので
はないかというふうに考えております。

に基づくということを重視するならば、それに加
えて国会の議決を条件に加えることも検討してみ

歳なのか七十歳なのか八十歳なのか、そういった

ことを書き込むということが非常に困難であろう

以上です。
○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

と考えております。

るべきではないかと考えています。こうした条件
を条文に加えることによって、危惧されている恣

ました。

一般的に、抽象的な要件を書き込んだ場合には、

意的な退位や強制的な退位を避けることができる

それでは、続いて日本のこころ、お願いいたし

判断は非常に恣意的なものになってまいります。

というふうに考えます。

ます。

そのような状況になりますと、政治情勢を理由に

更に細かいことを言うのであれば、皇太子に加

○参議院議員（中山恭子君） ありがとうござい

メディアの動きで、御意思にかかわらず不本意な

えて皇太弟など皇嗣に関する条文を整備したり、

この問題、御皇室が長い二千年以上の歴史を持

形で退位を迫られるといったような状況が出てく

して退位が迫られるとか、又はマスコミの動き、
っているということは、今私たちがどう判断する

るという可能性もございます。ほかにも懸念され

ます。

最後に付け加えますが、今後、仮にこの会議の

かというときに、長い歴史の中で先人たちがどの

る事情というのはたくさんあるわけでございまし

あるいは退位した天皇の名姓や立場についての条

議論の中で特別措置法によって一代限りの退位を

ように考え、どのようにこの伝統を維持してきた

文化も必要であると考えております。

認めるという立法措置をとることになった場合で
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ず、かえって日本国の象徴であり日本国民統合の

ると思います。という意味では、今回こそ、一代

○参議院議員（伊波洋一君） 沖縄の風の意見を
この⑤の退位の部分でございますけれども、今

限りの特例法ではなくて、恒久的な適用のあり得

て、特に政争の具にしてはならないということで、

回の退位の議論の発端になっておりますのがやは

る一般法とすべきではないかと、このように考え

象徴たる権威に疑念が生じかねないこともあり得

そういったことを考えますと、皇室典範の中に

りおことばでございますが、高齢化による公的行

ています。

申し上げます。

全ての将来の天皇まで縛る形の改正というのは、

為あるいは象徴的行為が果たせなくなるというこ

そこだけは注意しておく必要があろうと考えてお

皇室典範を改正してそのような文を入れるという

とはこれからも起こり得るということであると考

ておりまして、皇室典範の附則を使って、憲法違

というところが精いっぱいではなかろうかと考え

と、やはり今上天皇の御退位を特例として認める

せられたのは、この象徴天皇制の継続性あるいは

お元気なんですね、しかし、今回のおことばを発

は今、ベトナム訪問中でございますが、まだまだ

現在の継承順位も含めて考えますと、今上陛下

しますが、特定の法律名を明記しているのは第二

他の憲法の条文で法律に詳細を委ねる場合も存在

り、これを継承する。
」と定めています。また、

て、国会の議決した皇室典範の定めるところによ

が、憲法第二条は、「皇位は、世襲のものであつ

らない特別法かということについてでございます

反にならないような形を取って今上陛下の御譲位

安定性をやはり願ってのことであろうと思います。

ります。

ことは、非常に危険であり慎まなければならない
えております。

それから、皇室典範の改正か皇室典範改正によ

ことであろうと考えています。そこまで考えます

が認められるような工夫をしていく必要があると

位継承にしか適用されない特別法の制定を許さな

条のみです。これは、皇室典範以外に、特定の皇

ことであるのかというような問いかけもございま

い趣旨と解すべきではないでしょうか。そういう

おことばの中にも、私の後を歩む皇族にとり良い

その他のところで、議論の進め方でございます

す。これまでの御意見を見ますと、やはり各会派

考えております。
が、これまでにも両議長始め多くの皆様が非常に

意味では、生前退位の法形式は皇室典範の改正に

最後に一点でございますけれども、今回の議論

ともこのおことばについては尊重するという意思
そういう中で、今回一代限りの制度ということ

がやはり国民世論の参加をどのように保障するの

丁寧な議論をなさっていることについては大変敬

にしますと、やはり今後もまた同様に、二十年、

かということは問われていると思います。そうい

よるべきだと考えております。

て、まとまっていったらなと考えております。し

何十年で同様な議論をしなきゃいけなくなり、そ

う意味でも、やはり世論や国民の思いが通ずるよ

はとても強く受けます。

かも、できるだけ早い段階で結論が出せたらよろ

の都度の政治情勢によって恣意的に判断をせざる

うな形でこれを実現をしていくべきものだと、こ

意を表しますし、今後もその形でお進めいただい

しいと思っております。

を得なくなるのではないかと思います。そういう

ありがとうございました。
○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

のように考えております。

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

以上です。

意味では、天皇御自身の意思に沿い、そして、明
べきとの退位を認める諸条件を満たすことができ

白な要件、慎重な手続、国民的合意の下で実現す

ました。
それでは、最後、沖縄の風さん、お願いいたし
ます。
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言をしたいということがありましたら、順次御発

でございますが、その中に御質問なり、また御発

これで一通り皆さん方から御意見を承ったわけ

対象にする場合、この二つのケースが考えられる

の全ての天皇を対象にする場合と今上陛下一代を

うことであります。確かに、退位について、将来

それとも将来の全ての天皇を対象にするのかとい

はり天皇の退位について、一代を対象にするのか、

があります。

のは幅広い概念で、一律に決めにくいという問題

いてはあるわけでありまして、非常に年齢という

違っております。そして、個人差も当然年齢につ

れはいろんな法律で高齢者ということについても

年齢を要件にするといたしましても、年齢、こ

ました。

言をいただきたいと思います。
のは事実であります。

ておりますが。

て、特に四点を中心にお話を申し上げたいと思っ

から御質問、論点をいただいたところでありまし

○衆議院議員（茂木敏充君） 民進党を含め各党

するものではなく、その時点の状況を的確に踏ま

えるが、これは必ずしも将来の天皇の退位を否定

が困難なことから、特例法による対応が適切と考

退位については、将来の予見可能性、要件の設定

考え方として、退位の対象について、今上陛下の

昨日、高村副総裁の方から、我が党の基本的な

と、それが我々の考えであります。

皇を対象にする退位というのは極めて困難である

めて困難であるということから、将来の全ての天

いてこれらの課題の克服や適切な要件の設定は極

いった課題があるわけでありまして、現時点にお

合は、世襲制との整合性をどうするのかと、こう

さらに、職務遂行能力を要件にするといった場

それでは、民進党さんに対して、茂木政調会長

まず、簡単なことでありますが、一点目、退位

えて慎重に判断すべきものであると考える、こう

でありまして、我々もそういう対応を取らさせて

とについては各党の方でお話をくださいという話

ィア対応につきましては、各党が自分の言ったこ

昨日、この会の終了時に正副議長の方から、メデ

例えば詳しく書くことが困難で漠然としたものに

することが必要になるというわけでありますが、

来の予見可能性があるのかと、また、要件を設定

ての天皇を対象にする場合について、どこまで将

付け加えさせていただきますと、例えば将来の全

法手続によりまして、恣意的な運用を十分回避で

その時点の状況を的確に踏まえた慎重な判断と立

いただいたとおりでもありますが、ただ、それは、

て、これは先ほど小池さんの方からも指摘をして

うことについては否定できないと考えておりまし

の場合であっても、これが将来の先例になるとい

の方からお願いします。

について合意したか否かとメディアの報道等々が

いうお話をさせていただきましたが、若干それに

いただきました。合意したか否かということにつ

なる場合、それを恣意的に使われないかと、こう

そして、今上陛下を対象にするという場合、そ

あったというお話もあったところでありますが、

いて、そういった意味で、我々は自民党としては

では、明確な要件を設定しましょうという場合

ありまして、むしろその時点の国民の総意が反映

でありますので、そこはもし議長の方で補足等が

に、天皇の意思を要件にするということになりま

そしてもう一点、大きな問題として皇室典範と

いった懸念もあるわけであります。

ございましたら、後でお願いしたいと思っており

すと、やはり天皇の意思にこの退位というものを

特例法の関係ということでありまして、長浜先生

こういう主張をさせていただきましたということ

ます。

直接関わらしめることは憲法上の問題、憲法に反

の方から宮務法のお話ございました。

をされるものであるというふうに我々としては考

大きな論点、恐らく二つということになるんで

する疑いがある、そのように考えております。

えております。

はないかなと思っておりまして、その一つは、や
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この皇室典範の位置付けというのは当然違ってい

室典範、それと新憲法、現在の憲法下におけます

たところでありますが、明治憲法下におけます皇

これにつきましては公明党からも御指摘があっ

るところであります。

な立場であるべきだと、私はこのように考えてい

う要請するというのが、この会議における基本的

法として法案を速やかに作成し国会に提出するよ

合的に取りまとめる立場にある政府に対して、閣

というのは、大事なところは、憲法二条をめぐ

っと質問をさせていただきたいと思うんですね。

気がしてまいりましたので、改めて私からもちょ

ろんなお話が、少し前向きな議論ができるような

森憲法担当大臣の答弁以来一貫していると、こう

して、これは昭和二十一年の十二月の、当時の金

ば皇室典範という性格を持つということでありま

般法でございまして、特例法も議会で議決をすれ

下におきましては、これは議会で決める言わば一

必要がなかったわけであります。しかし、新憲法

法、既に御説明いただいたように、議会での議決、

がいいんですか、こういう二元論的な考えではな

それからもう一点は、特例法と皇室典範とどちら

題について否定をする問題ではないということと、

一代であるにしても、それは我々として将来の問

を対象にするのか、こういう議論につきましても、

代を対象にするのか、それとも将来の全ての天皇

点について我々の考え方を申し上げましたが、一

今までいただいた基本的な御質問なり、また論

をやっぱりきちっと払拭をするということが大事

好ましいことではないと思いますので、その疑い

憲の疑いがあるという議論が出続けること自体は

少なくとも、天皇の即位、退位に関することで違

いろ解釈があることは存じておりますけれども、

という指摘をする人もいるわけです。私は、いろ

したが、一方で、やっぱり憲法学者の中では違憲

茂木先生からもこの解釈について御説明がありま

村先生からお聞きしましたし、今日、北側先生と

る解釈については、昨日、内閣法制局のお話を高

るわけでありまして、明治憲法下におきます宮務

いう形だと思っております。

くて、新憲法下における皇室典範というものの性

にするための規定を皇室典範に置くことによって

在あります皇室典範と今回の特例法の関係を明確

ましたのは、そうではありますが、確認的に、現

な論点から議論を進める必要があると、そのよう

うものがどういうものであるか、こういう基本的

位等を決める規定、議会で決める規定の性格とい

ういう違いを考えた場合に、新憲法下における退

格、それと明治憲法下における宮務法の性格、こ

を典範の改正でセットしていくべきだという論を

案を、一定の要件の下で退位を認めるということ

ね。そのことを踏まえて我々は自分たちとしての

改正で対応するというのがベストだと思うんです

その意味では、やっぱり筋としては皇室典範の

その上で、昨日、高村副総裁の方から申し上げ

対応する用意が自民党としてもありますというこ

に考えております。

取っているんです。

だと思います。

とを申し上げた次第であります。

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

それから四つ目に、今回、退位について法律を
定めるということになりますと、単に退位の問題

した。おっしゃったということは、それはやっぱ

は将来先例になり得るということをおっしゃいま

党さんも公明党さんも一代限りと言うけれど、実

日のお話を聞いていて少し見えてきたのは、自民

ということを申し上げた上で、だとすると、今

ました。

○衆議院議員（野田佳彦君） 今のやり取りでい

ほかに御意見があれば。

ございますが、よろしゅうございますか。

同時に、公明党さんにも御質問あったところで

ではなくて、例えば呼称の問題を含め様々な規定
が必要になってくる、当然の御指摘だと、このよ
うに考えております。その規定をどうしていくか
ということについては、これはやはり天皇に関わ
ります様々な法律の施行に責任を有し、全体を整
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で本則ではないのか。天皇の退位、即位という皇

考えなのかもしれません、用意があると言う。何

いました。もしかすると自民党さんもそういうお

附則に置くという考え方を公明党さんはおっしゃ

いましたけれども、その特例法との関連付けで、

と思います。

是非これは検討しなければいけないのではないか

そういう法文の書き方ができないものかどうか、

思うんです。だとすると、それは本則にきちっと

るということをお認めになっていることだと私は

り制度改正として崩御以外に生前の退位があり得

議長たちが作っていただいたこれと違うわけでご

さっき私は御紹介をしてしまったんですが、この

位継承が可能な制度とすべきと書かれておるので、

会の退位に対する考え方は、崩御の場合以外に皇

ださい。片山先生、この表によると、日本維新の

○参議院議員（長浜博行君） ちょっと待ってく

さいよ。大きいところですよ。

のかどうか、そこのところははっきりさせてくだ

な、二代にも三代にも適用のあるようなお考えな

るんですよ、考え方は。それを、ずっと続くよう

別の天皇で同じ問題が起きたらまた別の特例法作

よ。その特例法は今の天皇に適用があって、また

代限りは、少なくとも我が党は一代限りなんです

○参議院議員（片山虎之助君） 一代完結の特例

わりません。

山先生がおっしゃった考え方と我々の考え方は変

たので、特例法についての考え方については、片

も、これから余り使わない、そういうことを言っ

りという言葉は今まで私たちも使ってきたけれど

ではないかと誤解するおそれがあるから、一代限

世論調査なんかのときに将来には認められないの

ません。ただし、一代限り、「限り」と言うと、

来の天皇にも適用ある云々なんていうことは書き

私たちの考え方は変わりません。特例法の中に将

木さんに答えていただきますが、維新の考え方と

片山先生の御質問にだけお答えして、あとは茂

ば有り難いと思います。

ですが、この辺の御説明を併せてしていただけれ

特例法のイメージがないと説得力がないと思うん

格、概要、どんなものをイメージしているのか。

その上でもう一つ。特例法のイメージ、この骨

は疑問に思います。

て対応しようとしないのかということを極めて私

基本的な大事なこのテーマを何で本則に位置付け

事録を公開いただければと思います。

していただかないとそごが生じますので、是非議

その議長に対して各党が申し上げたやつも公開を

議事録は公開をしていないようでありますけど、

にヒアリングございましたですよね。そのときの

○参議院議員（長浜博行君） 議長、当初、冒頭

それはまとめた方が間違い。

読んでいないけれども、私の言うことと違うなら、

○参議院議員（片山虎之助君） いや、私はよく

この大喪の礼というものをある意味初めて行うと。

在り方について様々な議論があったと。そして、

れると、そのときに当時の内閣含め、大喪の礼の

あれば、昭和天皇が崩御をされて大喪の礼が営ま

○衆議院議員（茂木敏充君） 私の記憶が確かで

長。

○参議院議長（伊達忠一君） それじゃ、茂木会

りました。高村さん、分かりました。

ろんな書き方があってもいいんだけれども、分か

法なんですよ、特例法というのは本来。それはい

か。

室典範の根幹に関わるお話です。法文上は本則も

ざいますか。

○参議院議員（片山虎之助君） 今のに絡むので、

○衆議院議長（大島理森君） 検討させていただ

これは、将来にわたってこの大喪の礼のやり方と

加えて、憲法と典範と特例法というお話でござ

附則も効力は変わらないかもしれませんけれども、

私も聞こうと思っていた、茂木さんに。

きます。

いうのが先例になり得るということも慎重に議論

一代限りでない、その次の世代やなんかにも適

○衆議院議員（高村正彦君） ちょっといいです

用がある特例法をお考えなら、私が言っている一
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今回、我々が申し上げたのは、一代を対象とす

だと、このようにお聞きをいたしております。

をした上で大喪の礼の在り方というのは考えたん

例的に作る新たなものなのかということについて

附則なのか、そして、現在ある皇室典範なのか特

の在り方ということでありますから、本則なのか

て、またそれに関連する問題について定める法律

眼目は「国会の議決した」というところに意味が

し述べたとおりでございます。憲法二条の一番の

解釈の問題でございますが、これはもう先ほど申

○衆議院議員（北側一雄君） 一つは憲法二条の

憲法の二条で言う皇室典範というのは、一般法と

るということでも、こういった形で新憲法下にお

そして、では、その特例法がどうなってくるか

全くレベルは同じ法律でございます。ということ

ある。そこで皇室典範の性格が明治憲法下とは全

ないんであろうと。それが将来の先例になるとい

ということにつきましては、一義的には我々とし

で、「皇室典範」という題名の法律でなきゃいけ

は、あくまで形式の問題ということになってくる

うことはその意味で否定はされないわけでありま

ては内閣としてその内容を定めるということを考

ないんだというふうに言っているわけではないん

きまして初めて行うわけでありますから、それが

すが、将来についてはその時点の状況を的確に踏

えておりますが、今回、国民の多くの気持ちを踏

だというふうに考えます。

く違っているんだということを明確にした。現行

まえた慎重な判断と立法手続によって対応する方

まえて退位について対応する必要がある、これに

んではないかなと思っております。

が、むしろその時点の総意がしっかりと反映でき

至った事情というのは当然明確に書かれるもので

全く将来の参考にされないということは想定され

るものではないかなと、こんなふうに考えており

あると思っております。

法であっても重要な先例になると申し述べました。

それから、先例等のお話がございました。特例

ます。

また、皇室典範の性格については、先ほど長浜

いると我々としては考えているところであります。

うことは、やはり憲法上より大きな問題を含んで

これを天皇の意思といったものを直接絡めるとい

の考え方申し上げましたので繰り返しませんが、

ります。その意味も込めて、この要件設定、我々

出るのはよくないと。我々も同じ思いを持ってお

認をして、確認ができたらば速やかにこの国会で

に提出された段階で国会の責任としてきちんと確

のかどうかといったことについては、まさに国会

と明確にされたものが出てきて、明確にされたも

るであろうと。そして、そういったものがきちん

ついてはきちんと書き込まれたものが提出をされ

称をどうするのかであったりとか、様々な問題に

て発生してまいります、では退位された陛下の呼

日も申し述べましたとおり、退位の要件というも

それから、何よりも、制度としますと当然、昨

でございます。

断するということがいいんじゃないかという趣旨

切に慎重に判断をしていく、最終的には国会が判

また国会、またそのときの様々な状況に応じて適

という意味で、将来のことは将来、将来の国民、

旨ではないという意味です。それは排除はしない

位は認めないんだ、それを排除するんだという趣

これは、将来のこと、将来はもう絶対駄目だ、退

先生の御質問にもお答えをしたつもりであります

成立を図りたいと、このように思っております。

のを書かないといけないわけですね。その退位の

そして、当然、退位を認め、そして退位に伴っ

が、現在の皇室典範の性格というものを考えたと

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

野田先生の方から、退位について違憲の疑いが

きに、皇室典範の本則なのか附則なのか特例法な

要件を書くことが非常に難しいと我々は考えてい
ます。

ました。
じゃ、公明党さん、お願いいたします。

のかということよりも、欽定法、いわゆる宮務法
とは違う現行憲法下における天皇の退位等につい
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数の見解があることは承知しておりますが、多分

を得ない。先ほどの二条の解釈の方はそういう少

条一項との関係で憲法上の疑義があると言わざる

件に直接してしまうということが、やはり憲法四

番の問題は、天皇の御意思というものを退位の要

幾つかの理由がありますけれども、やっぱり一

ました。ほかにございますか。

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

ふうに思っております。

情を書き込んでいくことになるんだろうなという

うした背景、事情、国民の理解等々、そうした事

と規定するだけではなくて、その前提として、そ

に思っています。そういう意味で、単に退位する

きはないと思いますよ。

○衆議院議員（高村正彦君） いや、そんなに開

があるなという……

はインデックスみたいな扱いでつなげると。

と典範と特例法との関係付けは附則でやると。要

ですから、附則に、インデックスすることによ

そうすると、ちょっと私はかなり考え方が開き

これまでの一貫した政府解釈だとか学説の通説と

ということを、一部そういう主張があることは私

って、こちらも、特例法は憲法違反の疑義がある

○衆議院議員（高村正彦君） 先ほど野田先生が

も知っていますが、内閣法制局が一貫して言って

どうぞ、高村先生。

りなんですが、この四条一項の関係でいいますと、

おっしゃって、もし特例法を作る場合に、そのつ

しての見解というのは先ほどの二条で述べたとお
やはり天皇の御意思を退位の要件として直接掲げ

きたこととは違うということであります。

体のものですよというようなつなぎを書くとする

なぎの部分を何で本則じゃなくて附則に作るのか

ふうに思っていますので、これ、その法律に特別

と、それは附則に書かれると。そして、これも皇

てしまうということは、これはやはり四条一項に

の意味があるんじゃなく、この二つの法律の、ど

室典範という、恐らく、今、皇室典範そのものを

ただ、それを、だから一切つなぎも必要ないな

ういう関係にあるのかということを示すものは附

改正しないと憲法違反だと言っている憲法学者も、

という御質問があったかと思いますが、これは、

く出てしまうのじゃないのかというふうに私は思

則に書くのが一般的だと思っておりますので御理

そういうことにしてその疑義は解消されると私は

抵触するのではないかと、むしろ恐らくこの考え

っておりまして、少なくとも、現時点で制度とし

解を賜れれば。仮に、私たちはまだそこまで行っ

思っております。

どと言うつもりはなくて、どういう書き方をする

てのこの退位の要件を書き込んでいくというのは

ていませんけれども、書くとしたら附則だろうな

○衆議院議員（野田佳彦君） この話はちょっと

二つの法律の関係を示すようなものは普通附則で

なかなか難しいなというふうに考えております。

と、こういうふうに思っています。

今突っ込んでいく話ではないと思いますが。

方の方が通説的な考え方ではないかというふうに

それから、特例法のイメージのお話がございま

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

かはこれからのことでありますが、皇室典範と一

のの重要な先例になりますので、今回、退位に至

ました。

我々が天皇の御意思を要件としてセットしている

やるというのが法律の私はマナーだと、こういう

る事情、背景、一番大事なのは国民の受け止め、

○衆議院議員（野田佳彦君） 今のお話に関連し

ことについて、憲法違反の疑いが逆にあるのでは

私は思っておりまして、逆に憲法上の疑義が大き

国民の理解、そういうことがどうであったのかと

て言うと、我々は本則、典範改正、要件定めてと

ないかという御指摘がありましたけれど、この点

先ほども申し述べましたが、特例法とはいうも

した。

いうことについて、恐らく特例法に書かれるんだ

いう立場でありますが、今のお話だと、要は憲法

さっきの四条の国政に対する権能に関して、

ろう、書かなければならないんだろうというふう
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に限定列挙された国事行為以外一切認めない趣旨

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

天皇の退位をどう捉えるかということでありま

○衆議院議員（北側一雄君） 昨年の八月八日の

についてだけは少し反論しておきたいと思います
ての公的な行為は、その御意思によって、国事行

すけれど、天皇の退位は、国家機関としての天皇

陛下のおことば、私も何度も読ませていただきま

ました。

為はこれは別ですが、御意思によって行われてき

の地位を離れるという、まさにその効果が国家に

した。そこで様々、私も感じたことがあったんで

が書かれていると思っております。

たお務めがたくさんあると思います。その中で、

帰属する行為を、私は行為と言わざるを得ないん

すが、一つ感じたことは、非常におことばそのも

けれども、やはり象徴天皇、まさに人間天皇とし

まさに御自身の退位するとかしないかということ

だと思います。そういった意味において、そうい

のの一言一言に注意深くおことばを表明されてい

じゃ、公明党さん、お願いいたします。

は極めて御意思に関わることであって、意思なき

った天皇の意思、当然、八月八日のおことばの中

野田先生御承知のとおりで、退位というふうな言

退位というのは基本的にはあり得ないのではない

そして、それに対して国民が、これまでの陛下

葉は一切使われておりません。直接退位に関わる

らっしゃるということを感じました。ですから、

の様々な御公務であったり、そういったことにつ

ような表現をなされておられません。そこのとこ

からも推察できる部分はあります。

いて、さらには、それについてそれを今後続けて

ろを、それは陛下御自身が非常に注意深くおこと

かと思います。退位を認めるならば、その御意思

これは、皇室典範改正でやるにしろ、特例法で

いけるかどうか、こういうことについて非常に重

ばを発せられているなというふうに私は感じまし

というのは十分にこれそんたくされなければいけ

対処するにしろ、御意思に反してはこれ法改正す

い思いを持たれていることについて共感をし、理

ろうが、典範改正だろうが、同じことではないか

うか。この憲法論の話でいうと、それは特例法だ

のことながら前提になっているんじゃないでしょ

も立法事実として天皇の御意思ということが当然

るを得ないと考えておりまして、野田先生おっし

ことにつきましては憲法上の疑いがあると言わざ

天皇の意思ということから退位につなげるという

頭に入れる必要があると思っておりますが、直接、

解をしている、そういったことについては十分念

について天皇の御意思というものを直接要件化す

重要事、この国政に係る極めて重要な皇位の継承

す。ただ、皇位の継承という国政における極めて

るものじゃありません。昨日申し上げたとおりで

公的行為は天皇の意思に基づく、これを否定す

ないのではないかと思います。

べきではないですよね。ということは、特例法で

と思います。

ゃるように、憲法上の疑義がないものを作るべき

た。

○参議院議長（伊達忠一君） じゃ、自民党さん

のではないかという考え方というのは、私はむし

るというのは、これはやはり四条一項に抵触する
そのためには、むしろ、憲法四条一項をどう乗

ろ普通の、通常の考え方ではないのかなというふ

であると、全く同じ考え方であります。
り越えるかと、そちらの方が大きな問題でありま

うに思います。

から。

して、二条に関する問題につきましては、先ほど

○衆議院議員（茂木敏充君） 簡単に。ダブる部
憲法の四条では、天皇は国政に関する権能を有

高村副総裁が申し上げたような形で十分対応が可

分もあるんですけれど。
しない、そうした上で、効果が国家に帰属するこ

能であろうと、こんなふうに考えております。

民進党の三つの要件でしたでしょうか、皇室会議

天皇の意思を直接要件としてしまうと、例えば、

とになるような天皇の意思に基づく行為は、憲法
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意思を仮に表明されてしまった場合、皇位の継承

てございましたが、一旦、天皇が退位に関して御

う意味は客観性を保つだとかの趣旨のことが書い

の文章を見ますと、この皇室会議の議を経るとい

の議を経るというふうに書いてございますが、こ

ました。

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

違うんだと思っております。

な要素としていくということとはやはり決定的に

ることと、今申し上げた背景、事情の一つの重要

た皆さん方に報告をして、今後の進め方を。

の取りまとめですとか、それを整理したやつをま

○参議院議長（伊達忠一君） 昨日、今日の意見

○参議院議員（片山虎之助君） 何をやるの。

しゅうございますか、皆さん。

大事なことでございまして、また天皇の政治的利

に政治的な責任を負わせないということがとても

そういうのを排除しておかないといけない。天皇

非常に問題が出てくる可能性があるわけなんです。

まさに直接の要件にするというのは、ここは違う

く反対じゃありません。そんたくするというのと、

陛下の御意思をそんたくする、私たちはそれに全

いますが、野田先生いみじくもおっしゃった天皇

○衆議院議員（高村正彦君） くどくなってしま

よろしくお願いしたいと思います。

いう思いで、今、伊達議長から御提案ありました。

ついてまた御議論があればしていただきながらと

めの努力をしていきたいという思いで、それらに

とをまた一度整理して、そして更に総意を得るた

真摯に、かつ大変な深い議論をしていただいたこ

○衆議院議長（大島理森君） 昨日と今日、大変

用をしないということがとても大事なわけでして、

んだと。そして、この直接の要件として書くこと

○衆議院議員（茂木敏充君） 三月八日の水曜日

それでは、高村先生。

そういう四条一項の趣旨から考えて、やはり天皇

については、これは憲法違反の疑いを免れない、

に関して、これはその後どういう結論に導こうが

の御意思というものを直接要件化していくという

○衆議院議長（大島理森君） そうです。全体会

ですか。この会議を。

いかと、こういうふうに思っております。

議を。

むしろそういうふうに感ずる人が私は多数ではな
○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

ざいます。昨日のところでございます。これをま

○参議院議長（伊達忠一君） 衆議院の公邸でご
よろしゅうございますか。ありがとうございま

ます。ほかにございますか。

のは非常に難しい、私は困難だというふうに思っ
ています。
ただ、おっしゃっているとおり、先ほども私申
し上げましたが、特例法にせよ、なぜ今回退位に
至るのかという背景、事情、最終的には国民の受

昨日と本日、二日間にわたっての全体会議、あ

た整理させていただいて、報告させていただいて、

得ません。その中に、当然のこととして、天皇の

りがとうございます。この皆さん方の貴重な御意

した。

意というものがどこにあるのかということについ

見を四者で整理をさせていただいて、また御報告

け止め、理解、そういうことを書いていかざるを

て、当然その意に反しないということは、その趣

をさせていただきたいと、こう思っております。

○衆議院議員（玉城デニー君） 済みません、一

今後の進め方もそこでいろいろと協議させていた

旨のことを当然、背景、事情として書き込んでい

今後の進め方だとかなんかの御報告についての

点確認ですが、この八日の二日間の意見の取りま

した。

よろしゅうございますか。ありがとうございま

だきたい、こう思っております。

くんだろうと、いかざるを得ないだろうというふ

日程を、実は八日の十四時からということで、衆

とめの前に、二日間の議事録は各党・各会派に配

うにも思っています。

議院さんの公邸で行いたいと思うんですが、よろ

ただ、何度も申し上げますが、直接の要件とす
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○衆議院議長（大島理森君） じゃ、ちょっと協

ほかの方々は。

れだけ見たんじゃ分からないんじゃないんですか、

論の前提の報告会議ですから、それがないと。そ

○参議院議員（長浜博行君） というか、この議

うかはちょっと協議させてください。

れは先生の方にお渡しするとか、全部を出すかど

先生の御理解いただければ片山先生のところのあ

公開をいたします。

○衆議院議長（大島理森君） 全体会議は議事録

付をしていただけるんでしょうか。

すようにいたします。

○衆議院議長（大島理森君） できるだけ早く出

るというのは。

○衆議院議員（穀田恵二君） だから、いつ出せ

ですね、整理をしたやつ。

○参議院議長（伊達忠一君） 昨日と今日のやつ

○参議院議員（又市征治君） 昨日、今日の。

○衆議院議長（大島理森君） 個別のやつ。

めて。

○衆議院議員（穀田恵二君） いや、今日のを含

ね。

○衆議院副議長（川端達夫君） 二十日の件です

す。今までのを含めて。

み入った真剣な議論でございますから、前回と同

るわけではございませんし、今日は特に非常に込

しゃっていただき、私どもも決して評価をしてい

○衆議院議長（大島理森君） はい。恐縮です。

だいた形でよろしいですか。

○衆議院議員（茂木敏充君） 昨日御指示をいた

○衆議院議長（大島理森君） 昨日と同じように。

対応等は。

○衆議院議員（茂木敏充君） この後のマスコミ

ただきたいと思います。

の公邸で十四時からということでお願いさせてい

○参議院議長（伊達忠一君） 三月八日、衆議院

け速やかに。

がありますから、全文を出していただきたいと私

そきちんとやろうと思うと正確に理解をする必要

の方々にどんな議論になったかもう一度、それこ

ただいたらいいけれども、せっかくここにお見え

外に公開するかどうかはそれはそちらが考えてい

日の会議のために、論点になっているものを全文、

○衆議院議員（穀田恵二君） 今、私どもは、八

○参議院議員（長浜博行君） お願いします。

ますか。

○衆議院秘書課長（吉田早樹人君） 昨日の分は

○衆議院議長（大島理森君） 今日出せるの。

今日できる予定です。今日の分は……

○衆議院秘書課長（吉田早樹人君） 昨日の分は

て。

○衆議院議長（大島理森君） 今日のやつも含め

夫です。

○衆議院秘書課長（吉田早樹人君） はい。大丈

らいには出せるだろう。

○衆議院議長（大島理森君） 月曜日か火曜日ぐ

ました、二日間にわたって。

○参議院議長（伊達忠一君） ありがとうござい

ました。

○衆議院議長（大島理森君） ありがとうござい

これで終わらせていただきます。

○参議院議長（伊達忠一君） それでは、今日は

きたいと思います。

じように、茂木先生、そのように対応していただ

それから先ほど、各個別のやつは、例えば片山

議させてください。

○衆議院議員（穀田恵二君） いつ。

は思いますが。

今日はできると思います。

各党の御意見の主張は、客観的にそのままおっ

○参議院議長（伊達忠一君） よろしゅうござい

○参議院副議長（郡司彰君） 今日のじゃなくて。

○衆議院議長（大島理森君） 今日のはできるだ

午前十一時二十二分散会

○衆議院議員（穀田恵二君） 今日のも含めてで
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